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相談機関一覧

項目

内容

教育相談 いじめ問題に悩む ①
子どもや保護者等
の相談
不登校、いじめ、 ②
問題行動、生徒指
導関係、障害等に
関わる就学や進路
に関する相談
教育全般
③

不登校に関するこ ④
と全般

児童福祉 子育て、非行、心 ⑤
相談
身障害、性格上の
問題、情緒不安
定、いじめ、虐待
など

主な相談機関

所在地

電話番号

全国統一ダイヤル
「24時間子供SOSダイヤル」
24時間･365日
秋田県総合教育センター
○「すこやか電話」
月～金
8:30～17:00
○来所相談(予約制)
月～金
9:00～16:00
各教育事務所
○「すこやか電話」
月～金 8:30～17:00
北教育事務所
北教育事務所鹿角出張所
北教育事務所山本出張所
中央教育事務所
中央教育事務所由利出張所
南教育事務所
南教育事務所仙北出張所
南教育事務所雄出張所
かづのこもれび教室
月～金 9:00～15:00

総合教育センターまたは中央児 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ
童相談所で対応
0120(0)78310

大館おおとり教室
月～金 9:00～15:00

大館市字三の丸60
(大館市勤労青少年ホーム内)

0186(42)4888

北秋田さわやか教室
月・火・木・金 9:00～15:00

北秋田市材木町2-2
(中央公民館分館内)

0186(62)4860

あきたリフレッシュ学園
月～金 9:00～15:00

北秋田市鎌沢字石渕４４番地
（合川学童研修センター）

0186(78)4180

能代市はまなす広場
火～金 9:00～15:00

能代市萩の台1-28
(サンウッド能代内)

0185(52)8282

三種町あすなろ教室
月・水・木 9:00～15:00

三種町森岳字町尻27-1
（山本公民館内）

0185(83)2354

中央さわやか教室
火～金 9:00～15:00

潟上市天王字長沼132-21
(潟上市勤労青少年ホーム内)

018(873)7666

すくうる・みらい
月･火･木･金 10:00～14:45
水
10:00～12:15
由利本荘市ふれあい教室
月水木金 9:15～15:00

秋田市八橋運動公園1-10
(秋田市営八橋陸上競技場内)

018(823)3082

由利本荘市東町15
(文化交流館「カダーレ」内)

0184(22)7750

フレッシュ広場
火～金 9:00～15:00

大仙市大曲日の出町2-7-53
(大仙市大曲交流センター内)

0187(63)8317

仙北市さくら教室
火～金 9:00～15:00

仙北市角館町東勝楽丁19
(北浦教育文化研究所内)

0187(43)3387

そよ風教室
火～金 10:00～15:00

湯沢市佐竹町4-25
(湯沢市教育研究所内)

0183(78)0720

秋田県中央児童相談所
○子ども家庭相談電話
24時間･365日
○来所相談
(予約すると待ち時間が少なく
なります。)
月～金 8:30～17:15
○家庭訪問による相談
月～金 8:30～17:15
○メール相談
(お急ぎの場合は、電話で相談
してください。)

秋田市新屋下川原町1-1
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潟上市天王字追分西29-76

北秋田市鷹巣字東中岱76-1
鹿角市花輪字六月田1
能代市御指南町1-10
秋田市山王4-1-2
由利本荘市水林366
横手市四日町3-23横手市水道庁
舎3F
大仙市大曲上栄町13-62
湯沢市千石町2-1-10
鹿角市花輪字荒田1-1
(鹿角市交流センター内)

電話相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ
018(873)7206
相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ
0120(377)804

0120(377)914
0120(377)915
0120(377)917
0120(377)904
0120(377)908
0120(377)943
0120(377)945
0120(377)949
0186(22)0275

・専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ
0120(42)4152
・予約、問い合わせ
018(862)7311
・予約、問い合わせ
018(862)7311
・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
soudan@mail2.
pref.akita.jp

項目

主な相談機関

内容

児童福祉 子育て、非行、心
相談
身障害、性格上の
問題、情緒不安
定、いじめ、虐待
など

⑥

少年相談 非行、交友関係、 ⑦
異性問題、いじ
め、家庭問題など

所在地

電話番号

秋田県北児童相談所
○来所相談・電話相談
(来所相談は予約すると待ち時
間が少なくなります。)
月～金 8:30～17:15
秋田県南児童相談所
○来所相談・電話相談
(来所相談は予約すると待ち時
間が少なくなります。)
月～金 8:30～17:15
県内各福祉事務所の家庭児童の相
談窓口
○来所相談・電話相談
(来所相談は予約した方が良い)
・北秋田地域振興局大館福祉
環境部(北福祉事務所)
月～金 8:30～17:15

大館市十二所字平内新田237-1
(北秋田地域振興局大館福祉
環境部内)

大館市十二所字平内新田237-1

0186(52)3951

・山本地域振興局福祉環境部
(山本福祉事務所)
月～金 8:30～17:15
・秋田地域振興局福祉環境部
(中央福祉事務所)
月～金 8:30～17:15
・平鹿地域振興局福祉環境部
(南福祉事務所)
月～金 8:30～17:15
・鹿角市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・北秋田市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・大館市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・能代市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・男鹿市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・潟上市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・秋田市子ども未来センター
「家庭教育相談
ぐりーん・えこー」
月～土 9:00～18:00
・由利本荘市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・にかほ市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・大仙市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・仙北市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・横手市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
・湯沢市福祉事務所
月～金 8:30～17:15
秋田県警察本部
少年女性安全課
少年サポートセンター
「やまびこ電話」
月～金
8:30～17:15
夜間休日 当直員が対応

能代市御指南町1-10

0185(52)4332

潟上市昭和乱橋字古開172-1

018(855)5175

横手市旭川1-3-46

0182(32)3294

鹿角市花輪字下花輪50
(鹿角市福祉保健センター内)
北秋田市花園町19-1
(北秋田市役所内)
大館市字三の丸103-4

0186(30)0235

能代市上町1-3
(能代市役所内)
男鹿市船川港船川字泉台66-1
(男鹿市役所内)
潟上市天王字棒沼台226-1
(潟上市役所内)
秋田市東通仲町4-1
秋田拠点センターアルヴェ5F

0185(89)2947
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0186(52)3956

横手市旭川1-3-46
0182(32)0500
(平鹿地域振興局福祉環境部内)

0186(62)6638
0186(43)7054

0185(24)9117
018(853)5314
018(887)5340

由利本荘市尾崎17
0184(24)6319
(由利本荘市役所内)
にかほ市平沢字鳥ノ子渕21
0184(32)3040
(仁賀保庁舎内)
大仙市大曲花園町1-1
0187(63)1111
(大仙市役所内)
内線134
仙北市西木町上荒井字古堀田47 0187(43)2280
(仙北市役所西木庁舎内)
横手市中央町8-2
0182(35)2133
(横手市役所内)
湯沢市佐竹町1-1
0183(55)8275
(湯沢市役所内)
秋田市山王4-1-5
相談専用電話
018(824)1212

項目

主な相談機関

内容

少年相談 非行、交友関係、 ⑧
異性問題、いじ
め、家庭問題など

⑨

⑩

いじめ、虐待、学 ⑪
校や家庭での悩み
など
非行、問題行動な ⑫
ど
福祉相談 こころの健康、精 ⑬
神障害、性の悩
み、薬物問題、Ｄ
Ｖ被害、身体的発
達、性犯罪・性暴
力被害の相談など

所在地

電話番号

県内各警察署
少年サポートセンター
月～金
8:30～17:15
夜間休日 当直員が対応
・鹿角警察署

鹿角市花輪字向畑100

・大館警察署

大館市根下戸新町1-70

・北秋田警察署

北秋田市鷹巣字下家下1

・能代警察署

能代市日吉町1-24

・五城目警察署

南秋田郡五城目町字七倉178-4

・男鹿警察署

男鹿市船川港船川字新浜町1-4

・秋田臨港警察署

秋田市土崎港西3-1-8

・秋田中央警察署

秋田市千秋明徳町1-9

・秋田東警察署

秋田市上北手百崎字内山60-2

・由利本荘警察署

由利本荘市中町27

・にかほ警察署

にかほ市象潟町字入道島15-8

・大仙警察署

大仙市大曲日の出町1-1-30

・仙北警察署

仙北市角館町西野川原34-6

・横手警察署

横手市安田字越廻71

・湯沢警察署

湯沢市千石町1-3-5

チャイルド･セーフティ･
センター ～ 子どもＳ０Ｓ ～
年中無休 8:30～21:00
時間外
当直員が対応
県内各少年指導センター
・大館市少年相談センター
「いじめ110番」
(いじめ、不登校、学業、進路
等の学校生活や子育て等家庭
生活全般の相談)
月・火・木・金
9:00～17:00

秋田市東通仲町4-1
秋田拠点センターアルヴェ3F

・秋田市少年指導センター
「わかくさ相談電話」
月 10:00～12:00
13:00～16:00
火～金 9:00～12:00
13:00～16:00
秋田地方法務局
～ 子どもの人権110番 ～
月～金 8:30～17:15
秋田法務少年支援センター
月～金 9:00～16:30
秋田県精神保健福祉センター
○電話相談
月～金
9:00～16:00
土･日･祝 10:00～16:00
○来所相談(予約制)
・一般来所相談
月～金 9:00～16:00

秋田市東通仲町4-1 アルヴェ5F ・相談専用電話
(子ども未来センター内)
018(884)3868
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大館市字桜町南45-2
(大館市立中央公民館内)

0186(23)3321
内線281
0186(42)4111
内線284
0186(62)1245
内線281
0185(52)4311
内線280
018(852)4100
内線281
0185(23)2233
内線282
018(845)0141
内線280
018(835)1111
内線280
018(825)5110
内線283
0184(23)4111
内線281
0184(43)2935
内線281
0187(63)3355
内線280
0187(53)2111
内線282
0182(32)2250
内線281
0183(73)2127
内線281
018(831)3421

・フリーダイヤル
0120(110)624
※携帯電話不可
・固定電話
0186(42)0769
※携帯電話可

秋田市山王7-1-3
秋田合同庁舎内

0120(007)110

秋田市八橋本町6-3-5
秋田少年鑑別所内
秋田市中通2-1-51
明徳館ビル1F

018(865)1222
相談専用電話
018(831)3939
018(831)3946

項目

主な相談機関

内容

福祉相談 こころの健康、精 ⑭
神障害、性の悩
み、薬物問題、Ｄ
Ｖ被害、身体的発
達、性犯罪・性暴 ⑮
力被害の相談など

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

しごとに 職業適性診断や進 ㉒
関する相 路・職業相談、情
談
報提供など

所在地

秋田県福祉相談センター
月～金
8:30～19:00
土・日・祝 10:00～18:30
※来所相談は予約制
県内各保健所
月～金 8:30～17:15
大館保健所
北秋田保健所
能代保健所
秋田中央保健所
秋田市保健所
由利本荘保健所
大仙保健所
横手保健所
湯沢保健所
秋田県女性相談所
○女性ダイヤル相談
月～金
8:30～21:00
土・日・祝 9:00～18:00
秋田県発達障害者支援センター
「ふきのとう秋田」
○電話相談
月～金 9:00～17:00
○来所相談(予約制)
月～金 9:00～17:00
秋田県高次脳機能障害相談・
支援センター
月～金 9:00～16:00
秋田県こころとからだの相談室
～秋田県不妊専門相談
センター～
○メール相談 随時
○電話相談
水、金 12:00～14:00
○面接相談(予約制)
月、金 14:00～16:00
第1・3 水 14:00～16:00
(心理的な相談)
秋田県こころとからだの相談室
～秋田県女性健康支援
センター～
○メール相談 随時
○電話相談
水、金 12:00～14:00

あきた性暴力被害者サポート
センター
「ほっとハートあきた」
月～金 10:00～19:00
あきた就職活動支援センター
月～金、第２・４土
(※変更の場合あり)
9:00～17:15
北部サテライト
月～金、第２・４土
(※変更の場合あり)
9:00～18:00
南部サテライト
月～金、第２・４土
(※変更の場合あり)
9:00～18:00
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秋田市中通2-1-51
明徳館ビル1F

電話番号
相談専用電話
018(831)2940

大館市十二所字平内新田237-1
北秋田市鷹巣字東中岱76-1
能代市御指南町1-10
潟上市昭和乱橋字古開172-1
秋田市八橋南1-8-3
由利本荘市水林408
大仙市大曲上栄町13-62
横手市旭川1-3-46
湯沢市千石町2-1-10
秋田市手形住吉町4-26

0186(52)3955
0186(62)1165
0185(55)8023
018(855)5171
018(883)1170
0184(22)4120
0187(63)3403
0182(45)6137
0183(73)6155
女性ダイヤル相談
018(835)9052
ＤＶホットライン
0120(783)251
秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3- 018(826)8030
128
(秋田県立医療療育センター内)

大仙市協和上淀川字五百刈田352 018(892)3751㈹
(秋田県立リハビリテーション
・精神医療センター内)
秋田市広面字蓮沼44-2
(秋田大学医学部附属病院１階 ・メール相談
婦人科外来内)

・相談電話
018(884)6234
・面接予約電話
018(884)6666
秋田市広面字蓮沼44-2
(秋田大学医学部附属病院１階
婦人科外来内)

・メール相談

・相談電話
018(884)6234
・面接予約電話
018(884)6666
相談専用
フリーダイヤル
0800(8006)410
秋田市御所野地蔵田3-1-1
秋田テルサ3F

018(826)1735

大館市御成町3-7-58
いとく大館ショッピング
センター3F

0186(44)5100

横手市安田字向田147
イオン横手店2F

0182(35)6005

項目

内容

しごとに 高校・大学等の在 ㉓
関する相 学生や卒業後の転
談
職希望者などの職
業相談や求人情報
の提供など
秋田県での就職希 ㉔
望者への求人情報
の提供など
職業紹介、就業を ㉕
めぐるこころの悩
み相談など

労働条件、中学
㉖
生・高校生のアル
バイト就労、賃金
支払など

主な相談機関

所在地

秋田新卒応援ハローワーク
(秋田学生職業相談室)
月～金
9:00～17:15

秋田市御所野地蔵田3-1-1
秋田テルサ3F

018(889)8448

Ａターンプラザ秋田
月～金
9:00～17:45

東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館7F
(秋田県東京事務所内)

0120(122)255

鹿角市花輪字荒田82-4
大館市清水1-5-20
能代市緑町5-29
秋田市茨島1-12-16
由利本荘市石脇字田尻野18-1
大仙市大曲住吉町33-3
横手市旭川1-2-26
湯沢市清水町4-4-3

0186(23)2173
0186(42)2531
0185(54)7311
018(864)4111(41#)
0184(22)3421
0187(63)0335
0182(32)1165
0183(73)6117

018(865)3671

大館労働基準監督署

秋田市山王7-1-4
秋田第二合同庁舎2F
能代市末広町4-20
能代合同庁舎3F
大館市三の丸6-2

横手労働基準監督署

横手市旭川1-2-23

0182(32)3111

大曲労働基準監督署

大仙市大曲日の出町1-3-4
大曲法務合同庁舎1F
由利本荘市給人町17
本荘合同庁舎2F
秋田市山王7-1-3
秋田第二合同庁舎4F

0187(63)5151

秋田県ひとり親家庭就業・自立支
援センター
月～金 8:30～17:00
あきた若者サポート
ステーション
・キャリアカウンセリング
(要予約)
月～金、第２・４土
9:00～17:00
・体験活動・各種セミナー等
(要問合せ)
火～土 9:00～17:00

秋田市旭北栄町1-5
秋田県社会福祉会館5F

018(896)1531

秋田県南若者サポート
ステーションよこて
月・火・木・金・土
※第２・４金曜は午前中のみ
10:00～16:00
秋田県ひきこもり相談支援
センター
月～金 10:00～16:00
※面接相談は事前に要予約

横手市横山町1-1
(すこやか横手1F)

0182(23)5101

秋田市中通2-1-51
明徳館ビル1F

018(831)2525

県内各ハローワーク
月～金 8:30～17:15
ハローワーク鹿角
ハローワーク大館
ハローワーク能代
ハローワーク秋田
ハローワーク本荘
ハローワーク大曲
ハローワーク横手
ハローワーク湯沢
※「しごと・ストレスチェック
相談室」の開催日は要問い合
わせ
県内各労働基準監督署
月～金 8:30～17:15
秋田労働基準監督署
能代労働基準監督署

本荘労働基準監督署
職場でのいじめ・
嫌がらせ、各種ハ
ラスメント等に関
する労働相談
ひとり親家庭の母 ㉗
等に対する就業に
関する相談など
ニート・ ニート等の状態で ㉘
ひきこも 悩む本人(15歳～
りの相談 39歳)やその家族
等の相談

18歳以上のひきこ ㉙
もり状態にある本
人やその家族等の
相談

電話番号

秋田労働局雇用環境・均等室
月～金 8:30～17:15
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秋田市御所野地蔵田3-1-1
秋田テルサ3F

0185(52)6151
0186(42)4033

0184(22)4124
018(862)6684

018(892)6021

(あきた就職活動支援センター内)

018(853)4367

(秋田県精神保健福祉センター内)

項目

主な相談機関

内容

子ども・ 社会生活に困難を ㉚
若者に関 抱える子ども・若
する市町 者の相談
村の総合
相談窓口

その他の 消費生活相談
相談
(多重債務や契約
トラブルなど)

㉛

交通事故相談
㉜
(交通事故に伴う
損害賠償問題な
ど)
外国人からの相談 ㉝
(日常の困りごと
やどこに聞けばよ
いか分からない相
談など)

所在地

電話番号

大仙市子ども・若者総合相談
センター「びおら」
9:00～17:00
(土・日・祝日も開所)
大仙市子ども・若者総合相談
センター「ふらっと」
11:00～19:00
(月・木・金・土・日)
三種町子ども・若者総合相談
センター
月・火・水・金・土
10:00～17:00
秋田県生活センター
月～金 9:00～17:00

大仙市大曲丸の内町1-11-2

0187(66)1106

大仙市大曲須和町1-6-46

0187(62)5150

山本郡三種町森岳字石倉沢1-2

0185(72)4133

秋田市中通2-3-8
アトリオン7F

018(835)0999

北部消費生活相談室
月～金 9:00～17:00
南部消費生活相談室
月～金 9:00～17:00
交通事故相談窓口
月～金 9:00～17:00

大館市中町5
(旧正札竹村ビル1F)
横手市旭町1-3-41
(平鹿地域振興局1F)
秋田市中通2-3-8
アトリオン7F
(秋田県生活センター内)

0186(45)1040

秋田県外国人相談センター
月～金 9:00～17:45
【英語・中国語・韓国語】
木 13:00～15:00
【タガログ語】事前予約制
※県内９地域に地域外国人相談員
を配置しており、各地域での相談
受付も可能(日本語対応のみ)

秋田市中通2-3-8
アトリオン1F
(公益財団法人秋田県国際交流
協会内)
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0182(45)6104
相談専用ダイヤル
018(836)7804・7805

・相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ
018(884)7050
・メール
soudan21@aiahome.
or.jp

